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今年もやります！よさこい・阿波踊り
みんなで、見て・踊って・輪になって唐松荘夏祭りで熱い夏の夜を
お楽しみ下さい。
焼きそば・冷やしそうめん・わらび餅などの屋台もあります。
　●星空抽選会(1等：千屋牛カルビ) 　　

県子ども未来課
柴田義朗 課長

夏号夏号Vol.48

　全国 13県（岩手・宮城・福島・長野・三重・滋賀・
鳥取・岡山・広島・山口・徳島・高知・宮崎）の
若手知事でつくる日本創世のため　の将来世代応
援知事同盟が主催するサミットから、岡山県代表と     

　 　して選ばれました。
　表彰は子育て支援や女性・若者に対する独自性・先進性のある取り組みを広
く紹介することを目的に今年で4回目になります。
　愛誠会は、男性が子育てのための有給休暇を活用すること、家族と過ごす時間
を確保するため３日間以上連続した有給休暇を取得できる制度や15歳未満の子
どもの誕生日は特別休暇とする「バースデイ休暇」、子や孫を対象にした事業所
内託児施設、託児所の利用対象外となる就学児童が休校日に職場で過ごすこと
ができる「ちびっこ出勤」などの取り組みが女性の育児休業取得 100％・離職率
7％の成果につながり評価されました。

予
告

＜最優秀将来世代応援企業賞＞

大塚製薬株式会社
＜優秀将来世代応援企業賞＞

宇部興産株式会社 等
＜将来世代応援企業賞＞

株式会社滋賀銀行
社会福祉法人愛誠会 等

受賞者リスト
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ポスターセッション 試飲コーナー
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わくわく探検隊出動！
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　7月８日（土）第16回目となる研究発表会を開催いたしました。
ご家族、地域の皆様、福祉関係者、約120名の方が参加され、日頃
から実践している在宅ケア等の事例について報告いたしました。玄
関ホールでは、「簡単塩レモンソーダ」の試飲コーナーや「地域貢
献事業の展開Part2」のポスターセッションも好評でした。

　立正佼成会の皆様に花御堂を飾
っていただきました。
　甘茶を掛け、お釈迦様の誕生日
をお祝いしました。

社会福祉法人　新生寿会　
きのこ老人保健施設

副施設長　宮本憲男氏（岡山県認知症介護指導者）

社会福祉法人　梁善会　特別養護老人ホーム　さくばらホーム

介護係長　木口　毅氏 (岡山県認知症介護指導者)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　認知症の方への対応に様々なツールを使い、いろいろな側面
からどのようなケアが良いのかをよく考えられていました。介護
する職員のケアやサービスが変われば、ご本人の生活も変わり
ます。このような発表を通して、在宅で介護をされているご家族
の方も参考になり安心へとつながっていくと思います。これから
もご利用者の日常生活がより豊かになるように支援していって
下さい。私も大変勉強になりました。ありがとうございました。

　高齢化率が高い中で、介護施設に職員が集まらない、介護士
になりたいという若者が減少しています。しかし、今日のどの事
例発表にも工夫が凝らされており、若い方が人を真剣に思い、寄
り添いながらケアされていることに驚き、介護するというより唐
松荘という街に住む住人なんだなと感じました。ご利用者の言
葉にならない思いに耳を傾け、そばで寄り添いながら、すぐに答
えは見えなくとも今後も継続していって下さい。

☆短冊に願いを込めて☆
　新見南小学校4
年生のみんなと
一緒に願いを込
めた短冊を飾り
付けました。子供
たちからの歌や
演奏に終始にっこ
り。
　笑顔あふれる
ひと時になりまし
た。

第１６回

＜事例1＞
「自分らしい最期を
見つめて」
～唐松荘での見取り
介護の充実～

＜事例2＞
「さまざまな認知症
利用者の方への対応」
～落ち着いて居られる
場所作りの工夫～

＜事例3＞
「『訪問してはじめて
見える課題』を考える」
～本人の能力を
最大限に引き出す
環境づくり～

＜事例4＞
「4年間のブランクから
食に目覚める」
～脂質制限、嚥下機能
低下等に挑戦する～

特別養護老人ホーム　医務室
主任看護師　太田和子

唐松荘ホームヘルプステーション
介護福祉士　久重典子

唐松荘デイサービスセンター
介護員　加藤佐知子

特別養護老人ホーム　調理室
主任管理栄養士　相原晴香

　今年は岡山大学チアリーディング部の息の合ったダンスや高いジャンプの披露
に会場は大いに盛り上がりました。子供たちのチア体験やおなじみのシャークレ
ンジャーが登場し、子供たち・ご家族・地域の方々と一緒にビンゴゲームをし、思
い出に残る一日になりました。

　広い唐松荘の3つのゾーンを子供たちが地図を手に取りお宝を
探しに探検しました。チェックポイントでは、ご利用者がかわい
い子供たちにお菓子を渡し、握手をし、ふれあいながらにぎやか
な笑い声が響いていました。参加された55名の子供たちは、お
宝をゲットした後、ご利用者と一緒に映画「ペット」を鑑賞し楽し
い1日となりました。

す

か



川柳募集

　今年もバケツ田植えを行い豊作
を願いました。
　ご利用者は慣れた手つきで稲を
植えて下さり、成長を楽しみにして
います。

　絵をたしなむ方々の作品展を小ホ
ールで行いました。
　数多くの作品が飾られ、ご利用者
は達成感を感じ、ご面会者の方も見
入られていました。

　敬老週間に合わせて、父・母・祖父・祖母への思いを
込めた川柳を募集します。その中から15作品を選び、9
月に唐松荘内のほほえみギャラリーに展示いたします。
展示させていただいた15作品の作者の方には記念品を
贈らせていただきます。どしどしご応募下さい。匿名で
の展示も可能です。

　昨年も288名の参加で盛大に
開催されました。
　唐松荘では一人ひとりの健康
と幸せのために…を目的に今年
も11月19日(日)に開催予定です。
多くの皆様の参加をお待ちして
います。

　昨年も、美空ひばりのヒット曲を歌い上げ
私たちを楽しませ魅了した、有希乃路央様
（20歳）今年も唐松荘で美空ひばりの名曲
をたっぷり歌ってくれます。模擬店もたくさ
ん準備しています。
皆様ぜひ楽しみにお越しください。

の

くらし
の

くらし
の

くらし

　笑顔で穏やかな生活を送っていただけ
るよう、私自身も笑顔をたやさないよう
日々心がけケアをしています。

介護士

山本みゆき

　ご利用者に信頼していただき、楽しい
時間を共に過ごしています。ご利用者に
寄り添い、心穏やかに過ごしていただけ
るようケアに努めています。

介護員

池田祥子

　ご利用者が安心して生活でき、少しで
も笑顔が増え今日もいい日だったと思っ
ていただけるようなケアを心がけていま
す。

介護士

金田和美

職員紹介 職員紹介 職員紹介

川柳募集敬老敬老の日敬老敬老の日敬老の日

オー！脳・チャレンジ！！の答えかいすいよく

次回の市民講座は、8月19日㈯

～知らないと損！楽な介護をお教えします～｢楽らく介護入門｣です。

平成29年度 市民講座が
スタートしました

グラウンドゴルフ大会
   

11月19日㈰平成29年9月9日㈯平成29年
応募先
〒718-0012　新見市唐松1749-2  唐松荘　敬老の日川柳募集　係
FAX 0867－76－1335（郵送、FAXどちらでも構いません。） 於：新見市憩いとふれあいの公園敬老記念式典１０：００～　

敬老模擬店１２：００～
於：カーネーションホール

敬老記念式典 予告予告予告

　ご利用者が自宅での生活を継続し
ていただけるようサポートしていま
す。ご利用者から「洗濯物畳むで」
「花に水やろうか」「草がのびてき
たけえ取ろうか」と声をかけてくだ
さいます。ピアノセッションで歌った
歌を口ずさみながら家で家事をして
いるように過ごされています。

第18回

　今年で６年目となる市民講座が
スタートし、６月１７日（土）シリー
ズ①「これで使える介護保険」が
開講されました。磯辺家という家
族をモデルにした寸劇を通して、
グループに分かれ参加・体験型に
よる新しい受講スタイルで、楽し
みながら介護保険について学ばれ
ました。

カラオケ大会出場者募集！！
　カラオケ大会の出場者を募集します。毎回盛り上がりを見
せるカラオケ大会！ご利用者・ご家族・関係者など自薦・
他薦どなたでも参加をお待ちしています。
　　　　　　　（次回の開催は 10月を予定しております。）
　カラオケ大会の申込を希望される方は下記までお申し込
みください。
　　　唐松荘カラオケ大会受付係　藤野　☎0867-76-1000

よ



　年長者から若者へ教えるという本来の姿を取り戻し、孤独感や自
信回復に繋がった事例を発表しました。

理学療法士・・・・・１名
管理栄養士・・・・・１名
介護福祉士・・・・・２名
介護員・・・・・・・・・５名
調理員・・・・・・・・４名
保育員・・・・・・・・１名
　　　　　　合計１４名

加 わ
り ま

し た

が
新 人 職 員

ボランティア紹介

ピックアップ新人

●縫製ボランティア
　長屋ボランティア様
●環境整備ボランティア
　唐松健生会様
　唐松婦人会様
　立正佼成会様
●ヴォイストレーニング
　松原　徹様
●ハンドマッサージ
　西村恵子様

●イベントボランティア
　いわき会様
　井倉チョボラ様
　井倉タンポポコーラス様
　菅田桂子様　福田和之様　
　Ｊゴスペル岡山様　
　新見高校ボランティア部様　
　唐松子供神楽保存会様
●地元小、中、高校生の皆様
　　　　　　　　　　　（順不同）

デイサービスセンター

〜四季を感じて〜

小規模多機能型
居宅介護施設

　夏に気温が上がると脱水症状・熱中症になる方が多くなります。
　実は脱水症状は気づかないうちに起こる「隠れ脱水症状」になるこ
とがあります。体におこる脱水症状の兆候をチェックしてください。

グループホーム心

～～昔懐かしい、けんびき焼き～昔懐かしい、けんびき焼き～～昔懐かしい、けんびき焼き～

　～私の指定席～
　近所に住んでいた娘さん家に久し
ぶりに行ってきました。家に入ると
いつもの場所に座られ、ここから見
える景色が、一番好きだと言われて
いました。今後もご家族や地域とつ
ながりながら支援していきたいと思
います。

「天気がええから、外で飲もう
や」とリビングの外にあるデッキ
に出て、お茶会を開きました。外
に出てみると澄んだ青い空や小
鳥の鳴き声など四季を感じてい
ます。

津山地域施設ケア研究発表会津山地域施設ケア研究発表会津山地域施設ケア研究発表会津山地域施設ケア研究発表会津山地域施設ケア研究発表会
　平成２９年度津山施設ケア研究発表会に
おいて唐松荘から以下の研究について発表しました。

『孤独感や自信喪失を抱えるK氏のメンタルケア』

　介護員　妻木光児

7月1日㈯

『出来なくなる事への不安を取り除く』

　介護士　西岡明美

認定特定非営利活動法人 災害福祉広域支援ネット
ワーク サンダーバード岡山県支部になりました！

いつもありがとうございます。

●脱水症状の兆候をチェックする方法
〈脱水の疑いあり〉
　・親指の爪を押して、離してから2秒以内に赤みが戻らない。
　・手を触って手が冷たい。
　・口の中が乾く、唾が出ない。
〈脱水を起こしている症状〉
　・ハンカチーフ現象
　　手の甲をつまんで放した時、三角の跡が残っている。
　・脇の下は湿っているのが普通ですが脱水になると湿り気がなく    
　　なり乾いている。
脱水症状が出る前に経口補水液などの水分・塩分を取るようにしましょう！！
意識がある場合経口補水液を摂取します。
市販のものであれば「OS－1」が有効です。自宅でも簡単に作れる
経口補水液を紹介します。
お手製経口補水液の作り方
（材料）　　　　　　　　　　　　
・トマトジュース(無塩)300ｍｌ　　　　
・水　700ｍｌ
・塩　3g　(小さじ半分)
・砂糖　40g（大さじ4と半分）
（作り方）
　材料をすべて混ぜれば出来上がりです。

　ご利用者の視点に立ち、その思いを共感し受け止める大切さにつ
いて発表しました。

ご長寿セレモニー
　百歳以上の方は一年一年が
貴重であり、おめでたい事で
す。
　お誕生日にはセレモニーを
開催しご家族とともにたくさ
んの方に囲まれてご長寿を心
よりお祝いしています。

　サンダーバードとは、被災した
加入施設を一早く支援するため
に全国規模で連携をとる「災害
福祉広域支援システム」です。北
は宮城県、南は鹿児島県までの１
５支部があります。この度、岡山
県支部に社会福祉法人愛誠会が
任命されました。ご利用者やご家族、地域住民の方々に安心してい
ただけるよう活動を充実させていきます。

　暑い夏に食べたくなるソフトクリーム
ですが、かどやでは1年中おいしいソフ
トクリーム（100円）を販売しています。
たくさんの種類をそろえておりますので
みなさんお気軽に声をかけて下さいね。
ソフトクリームランキング
　第1位　バニラ　　第2位　抹茶　
　第3位　チョコバニラ
その他の種類
ストロベリー・黒ゴマ・マンゴー・マロ
ン・ブルーベリーヨーグルト・コーヒーミ
ルク・フレンチバニラ…など

　昔を思い出いだして、楽しいひと時を送っていただく為に、季
節ごとに行事を行っています。今月は、田植えの時によく食べて
いたけんびき焼きを焼いて食べました。今後は夏祭り、焼き芋、
忘年会、そば打ち、ひな祭り等を計画しておりますので、どうぞ
お楽しみに！

かどやからのお知らせかどやからのお知らせかどやからのお知らせ

　　　また、意識のない場合は
　点滴など医療措置が早急に必要な
状態です。緊急受診してください。
まだまだ熱い夏が続きますが、熱中症
　・脱水症状には気を付けて夏を
　　　乗り切ってください！

理学療法士　山上翔太
　機能回復訓練室でのリハビリだけ
でなく、ご利用者様の生活の楽しみ
や、支えになるような活動と環境の
提供を目指して頑張りたいと思いま
す。

101才

103才100才100才100才

い
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「じょいふる」次号もお楽しみに!!
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シリーズ

認知症認知症認知症認知症認知症認知症認知症

愛 愛 Vol.46クッキング

× ×

× ×

●８月１８日　旗本退屈男………市川右太衛門・桜町弘子

●９月１５日　日本一のゴマすり男…植木　等・浜　美枝

●１０月２０日　学園広場…………山内　賢・舟木一夫

●１１月１７日　赤穂城断絶………萬屋錦之助・千葉　真一

苦情処理

夏祭り
お盆供養

アイ

シアター

シリーズ②

シリーズ③

シリーズ④

「楽らく介護入門」

「あなたにもできる
　　　　認知症介護」
「知って安心
　　　病気のサイン」

ピーマンのビタミンC×豚肉のビタミンB1で夏バテ予防

ピーマンと豚肉の塩レモン炒め
●ピーマン…………4個
●豚肉の薄切り……100ｇ
●レモン汁…………大さじ1
●酒…………………大さじ1
●サラダ油またはオリーブオイル
　……………………大さじ1
●塩…………………小さじ1/2
●コショウ…………少々

①ピーマンは種とヘタを取り縦に5㎜くらいの千切り
　にする。
②豚肉は3㎝程に切り、塩ひとつまみと酒少々 (分量
　外)をもみこむ。
③油をひき熱したフライパンで豚肉を炒める。
④ピーマンも入れ一緒に炒める。
⑤塩、酒、レモン汁を入れさっと炒める。
⑥最後にコショウをふって出来上がり。

材料（2人分） 作り方

紅白歌合戦月12 日（土）9
チャリティーバザー月12 日（土）16

ご家族
橋詰　和子 　様

ご利用者
橋詰　武雄　 様 

ご家族ご家族の声ご家族の声

　主人がお世話にな
って早や1年、元気
で穏やかな様子に感
謝の気持ちでいっぱ
いです。スタッフの
皆様の明るい声、笑
顔に励まされており
ます。今後もよろし
くお願いします。

今
後
の
予
定

唐松荘が月に一度
映画館になります

美しき青春（職員編）

ベストショット『楽しむ』
昔の偉人

月8
月10

敬老の日川柳

紅葉の山々

月9
月11

月12

平成28年度の苦情は1件でした。
さらなるサービスの向上のために、お気づきの点がありま
したら、ご遠慮なくお申し出ください。 

８/１９(土)

１０/７(土)

１１/１１(土)

市民講座

予定

行
事
予
定 彼岸法要下旬

ふれあい運動会下旬

9月 9 日
土

8月 12日
土

29日
火

8月

9月

10月

（答えは、本紙P３をご覧ください。）

簡単なクイズに挑戦してみましょう。
問題：じょいふる博士が文字の書かれたプラカードを持って
　　　います。書かれている文字を並べかえると夏休みに出
　　　かけたくなるある言葉になります。さて、何になるで
　　　しょうか？

じょいふる博士の

春号特別企画スプリングチャンスのクイズにたくさんのご応募ありがとうございました。
クイズの答えは【こどもの日】でした。正解者の方には、‘おいしいお菓子’をお送りしました。

社
会
福
祉
法
人
愛
誠
会
行
動
理
念「
ご
利
用
者
が
喜
ぶ
事
を
一
生
懸
命
に
!」

ワンポイントアドバイス
ピーマンの代わりに、ズッキーニを
つかってもおいしくいただけます！！

敬老記念式典

（99歳）

地域交流行事予定

　2005年に発足した、「認知症になっても

安心して暮らせる町づくり100人会議」

は、５年後（2010年）には、認知症の人を

理解し支援する100万人の「認知症サポー

ター」が生まれ、10年後（2015年）には、

日本全国すべての町が、認知症になっても

安心して暮らせる地域になっていることを

目指し、各界有識者、地域の暮らしを支え

る生活圏にある企業・団体・保険・医療・

福祉団体などからできた組織です。

認知症になっても暮らせる町づくり認知症になっても暮らせる町づくり
１００人会議をご紹介します１００人会議をご紹介します
認知症になっても暮らせる町づくり
１００人会議をご紹介します

２０１５年を過ぎた今、わたしたちの町は、このようになっていますか？考えてみましょう

＜認知症になっても安心して暮らせる
                     町づくり１００人会議宣言＞
１．わたしたちは、認知症を自分のこととしてとらえ、
　 学びます
２．わたしたちは、認知症の人の不安や混乱した気
　 持ちを理解するよう努めます
３．わたしたちは、認知症の人が自由に町に出かけら 
　 れるよう、応援します
４．わたしたちは、認知症の人や家族が笑顔で暮ら
　 していけるよう、いっしょに考えます
５．わたしたちは、市民や企業人としてできることを
　 行い、安心して暮らせる町づくりをめざします

オー！脳・チャレンジ！！

く

い
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